部材の強度アップにより搭載できる仕様になりました。
太陽光発電
システム搭載について

一般型 ※１ 床面積 間口５４タイプ：27.9㎡ 間口６０タイプ：35.8㎡
2,620

台用
有効寸法

間口５４タイプ KGW 54-54

価格

間口60タイプ KGW 60-60

価格

間口５４タイプ KGS 27×2-54

価格

間口60タイプ KGS 30×2-60

価格

一般型

間口５４タイプ
間口 5,110
奥行 5,100

有効高：2,155mm
間口60タイプ
間口 5,790
奥行 5,820

積雪型

間口 2,450×2

奥行 5,100

間口 2,790×2

奥行 5,820

間口５４タイプ KGG 27×2-54

価格

豪雪型

間口 端 2,410×2

奥行 5,100

間口 端 2,750×2

奥行 5,820

間口60タイプ KGG 30×2-60

価格

台用
有効寸法

間口60タイプ KGW 30・60-60 価格
積雪型 ※２

奥行
5,375（6,095）

価格

間口60タイプ KGS 30×3-60

価格

一般型
積雪型

間口 2,450×3

奥行 5,820

間口５４タイプ KGG 27×3-54

価格

豪雪型

間口 中 2,450 端 2,410×2 奥行 5,100 間口 中 2,790 端 2,750×2 奥行 5,820

間口60タイプ KGG 30×3-60

価格

豪雪型 ※３

¥1,314,000
¥1,444,000

床面積 間口５４タイプ：42㎡ 間口６０タイプ：53.9㎡

間口５４タイプ KGS 27×3-54

有効高：2,155mm
間口５４タイプ
間口60タイプ
間口 2450・5,110
奥行 5,100 間口 2790・5,790
奥行 5,820
奥行 5,100 間口 2,790×3

¥1,305,800
¥1,452,800

床面積 間口５４タイプ：42㎡ 間口６０タイプ：53.9㎡

間口54タイプ KGW 27・54-54 価格

間口 8,030（9,050）

¥1,079,800
¥1,198,800

豪雪型 ※３ 床面積 間口５４タイプ：27.9㎡ 間口６０タイプ：35.8㎡

一般型 ※１

太陽光発電システムの搭載はカクイチ指定の製品・施工に限ります。
ご不明な点は最寄りの販売店にお問い合わせください。
積雪地域での太陽光発電システムの搭載は最寄りの販売店にお問い合わせください。

¥893,000
¥981,000

積雪型 ※２ 床面積 間口５４タイプ：27.9㎡ 間口６０タイプ：35.8㎡

奥行
5,375（6,095）

間口 5,370（6,050）

2,620

太陽光パネルを搭載できる
頑丈なガレージ

ラインアップ

¥1,577,300
¥1,752,800

床面積 間口５４タイプ：42㎡ 間口６０タイプ：53.9㎡

¥1,905,300
¥2,134,800

一般型 ※１ 床面積 間口５４タイプ：56.1㎡ 間口６０タイプ：71.9㎡

▲ポリエステル樹脂静電粉体焼付塗装

▲太陽光パネルを搭載できる頑丈仕様

H形鋼部材及び溶接箇所に下地塗装として防錆性に優れたジンク粉体塗装を施しています。
主要部材には、溶融亜鉛メッキ鋼板に耐候性に優れたポリエステル樹脂静電粉体焼付塗装を施しています。

有効寸法

間口 10,690（12,050）

価格

間口60タイプ KGW 60×2-60

価格

¥1,671,000
¥1,839,000

積雪型 ※２ 床面積 間口５４タイプ：56.1㎡ 間口６０タイプ：71.9㎡

奥行
5,375（6,095）

間口５４タイプ KGS 27×4-54

価格

間口60タイプ KGS 30×4-60

価格

一般型

間口５４タイプ
間口 5,110×2

有効高：2,155mm
間口60タイプ
奥行 5,100 間口 5,790×2
奥行 5,820

積雪型

間口 2,450×4

奥行 5,100 間口 2,790×4

奥行 5,820

間口５４タイプ KGG 27×4-54

価格

豪雪型

間口 中 2,450×2 端 2,410×2 奥行 5,100 間口 中 2,790×2 端 2,750×2 奥行 5,820

間口60タイプ KGG 30×4-60

価格

¥2,074,800
¥2,307,800

豪雪型 ※３ 床面積 間口５４タイプ：56.1㎡ 間口６０タイプ：71.9㎡

¥2,522,800
¥2,815,800

一般型 ※１ 床面積 間口５４タイプ：70.1㎡ 間口６０タイプ：89.9㎡

標準装備
断熱結露軽減材

雨樋

シャッター

屋根に断熱結露軽減材を標準装備
しました。冬は結露しにくく車が汚
れるのを防ぎます。

雨樋、竪樋が標準装備になっており
ます。
※積雪・豪雪型はオプションです。

シャッターカラーは人気のガンメタ
リック色。防犯性の高いディンプル
錠を標準装備。

台用

間口５４タイプ KGW 27・54×2-54 価格

2,620

▲ジンク粉体塗装を施した梁

2,620

台用

間口５４タイプ KGW 54×2-54

間口60タイプ KGW 30・60×2-60 価格

積雪型 ※２ 床面積 間口５４タイプ：70.1㎡ 間口６０タイプ：89.9㎡

奥行
5,375（6,095）

間口 13,350（15,050）

間口５４タイプ KGS 27×5-54

価格

間口60タイプ KGS 30×5-60

価格

一般型

有効高：2,155mm
間口５４タイプ
間口60タイプ
間口 2450・5,110×2
奥行 5,100 間口 2790・5,790×2
奥行 5,820

積雪型

間口 2,450×5

奥行 5,820

間口５４タイプ KGG 27×5-54

価格

豪雪型

間口 中 2,450×３ 端 2,410×2 奥行 5,100 間口 中 2,790×３ 端 2,750×2 奥行 5,820

間口60タイプ KGG 30×5-60

価格

有効寸法

奥行 5,100 間口 2,790×5

¥2,091,000
¥2,301,000
¥2,573,300
¥2,861,800

豪雪型 ※３ 床面積 間口５４タイプ：70.1㎡ 間口６０タイプ：89.9㎡

¥3,132,300
¥3,497,800

｜最深積雪量｜※１ 一般型 短期60cm（1,200N/㎡） ※２ 積雪型 長期100cm（3,000N/㎡） ※３ 豪雪型 長期200cm（6,000N/㎡）

オプション
断熱結露軽減材が付いていない屋根▶

短工期
部材は全て工場で規
格加工されているた
め、現 場 加 工が少な
く、施工は迅速。
短工期を実現してい
ます。

片開きドア

電動ブロードシャッター

メイドイン長野
浅間山を望む長野県東御市に10万㎡
もの広さを擁する自社工場で、物置、
ガ
レージ、倉庫を製造。地の利、人の輪を
尊び、
こころをこめたものづくりを長野
から発信しています。

KGW-60-60BS ¥1,501,600

¥217,900
¥228,400

（内外錠付）

2,620

〔有効寸法：間口5,300㎜×奥行5,800㎜×高さ2,055㎜〕
仕様 ■電動ブロードシャッター付
■片引戸
（壁パネル1枚減）
■本体柱延長部材付
※価格は本体同時発注の場合

電動シャッター

片引戸

（ドアクローザー付）

2台用 35.8㎡

5,370
（6,050）

5,375
（6,095）

１１９０７ サッシ窓
¥47,500

¥45,200

¥39,800

※寸法表示は柱外面から柱外面までの寸法です。※上記有効軒高は、基礎天端からシャッターの下端までの高さです。※組立工事費・基礎工事費・土間コンクリート工事費・運賃は別途です。

表示価格は税抜価格です。

